
大会コード 19170706

： ２０１９年９月２３日(月)
： 菅平高原スポーツランド陸上競技場（コード173080 ） 
： 上田市　上田市教育委員会

(一財）上田市体育協会　　上田市陸上競技協会
上田市陸上競技協会

： 杉崎　憲雄
： 小林　高茂　　　細田　和生
： 細田　完二　
： 山野井 宏彰

■この大会で樹立された記録 なし

■グラウンドコンディション

■失格の略号の説明 ■フィールド競技における記号の説明
不正スタート (R162-7) 成功・有効試技 
他の競技者を妨害した (R163-2) (走高跳・棒高跳)
他のレーンに入った (R163-3a) 失敗・無効試技
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) パス
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5) 試合放棄
競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6)
ハードルを越えなかった (R168-7)
足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った (R168-7a)
故意にハードルを倒した (R168-7b)
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走
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12:00 晴れ 南南東 4.6  23.5 67.0
15:00 晴れ 南西 4.8  25.0 65.011:00 曇り 南南東 4.0  22.5 66.0
14:00 晴れ 南 5.9  27.0 50.010:00 曇り 南南東 5.0  22.0 70.0
13:00 晴れ 南 5.6  24.5 60.009:00 曇り 南東 5.0  19.5 81.0

(m/s) (℃) (%)
風向 風速 気温 湿度

(m/s) (℃) (%)

備考

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候

種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録
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第２５回上田陸上カーニバル
　主催：上田市　上田市教育委員会
　　　　上田市体育協会　上田陸上競技協会

決勝記録一覧表
男  子  /  女  子 【競技場】173080  菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
09/23 小学混合(低) 望月AC     1,07.00 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(D)    1,07.48 上田JSC(C)     1,09.11 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(E)    1,11.94 塩尻小(B)     1,12.54 塩尻小(A)     1,12.66 菅平小(A)     1,13.75 真田陸上教室(D)    1,13.80

4×100mR 篠原 遥愛(3) 栁澤 妃菜(2) 吉池 美桜(3) 江村 希(2) 六川 さくら(2) 柳澤 郁亜(1) 村本 純音(3) 柳沢 華菜(3)
矢島 羽花(3) 武田 琴(2) 両角 竜太朗(3) 斉藤 里歩(2) 等々力 颯(2) 原野 海晴(2) 池田 花恋(2) 金田 耀花(3)
林 結樹(3) 中嶋 爽(3) 馬場 実梨(3) 赤尾 海斗(2) 山邊 小暖(2) 吉田 結衣(3) 金井 嘉太朗(3) 牧内 大河(3)
西村 健(3) 佐藤 徠夢(3) 今井 柊晴(3) 佐藤 秀瑚(2) 立木 右京(3) 梅原 悠(3) 櫻井 結人(2) 押森 謙(3)

09/23 小学混合(高) あさまねSC       56.63 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)      58.64 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)      59.55 戸上ｼﾞｭﾆｱ     1,00.70 東御市陸上教室    1,01.30 NDFｼﾞｭﾆｱ     1,01.47 真田陸上教室(A)    1,01.53 上田JSC(A)     1,01.87
4×100mR 風巻 里奈(6) 土屋 まい(5) 手塚 華(6) 竹森 遼太(4) 相場 遥心(6) 荻原 綾美(6) 黒澤 佳恋(6) 関澤 まほろ(4)

宮島 蒼(6) 佐藤 澪夏(5) 土屋 夢萌(6) 冨田 悠輔(5) 長谷川 砂来(6) 高橋 翔輝(6) 浦田 勇心(6) 山田 響(6)
小山 哲弥(6) 赤尾 悠斗(5) 萩原 汐逢(6) 田中 陽頼(6) 相場 莉空(5) 徳武 快哩(5) 一之瀬 朱音(6) 須山 知花(6)
美斉津 岳(6) 菊原 煌生(5) 栁澤 翔逢(6) 平原 紗季(5) 菊地 遥奈(6) 工藤 ささら(6) 藤沢 俊輔(5) 古賀 琥太郎(6)

09/23 小学混合 川辺小(A)     1,09.09 川辺小(B)     1,14.44 真田ｸﾗﾌﾞ小(D)    1,15.65
4×100mR(ｵｰﾌﾟ 塚越 一華(5) 古賀 仁琥(3) 田畑 亮介(3)

窪田 桜(5) 中武 勇陽(3) 横沢 星弥(1)
増田 颯花(5) 佐藤 圭悟(3) 宮島 咲子(3)
中武 ひなた(5) 古田 瑞人(3) 宮澤 来麒(3)



決勝 9月23日 14:40

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(D)   171 栁澤 妃菜(2)   1,07.48  1   3 塩尻小(A)    81 柳澤 郁亜(1)   1,12.66 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑD ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ ｼｵｼﾞﾘｼｮｳA ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾙｱ
  167 武田 琴(2)    69 原野 海晴(2)

ﾀｹﾀﾞ ｺﾄ ﾊﾗﾉ ｶｲｾｲ
  160 中嶋 爽(3)    65 吉田 結衣(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ ﾖｼﾀﾞ ﾕｲ
  142 佐藤 徠夢(3)    80 梅原 悠(3)

ｻﾄｳ ﾗｲﾑ ｳﾒﾊﾗ ﾊﾙﾄ
 2   7 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(E)   137 江村 希(2)   1,11.94  2   7 真田陸上教室(E  276 藤沢 一真(2)   1,14.87 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑE ｴﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂE ﾌｼﾞｻﾜ ｶｽﾞﾏ
  155 斉藤 里歩(2)   228 伊東 ほの香(3)

ｻｲﾄｳ ﾘﾎ ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
  157 赤尾 海斗(2)   245 戸兵 心瞳(3)

ｱｶｵ ｶｲﾄ ﾄﾋｮｳ ｺｺﾐ
  141 佐藤 秀瑚(2)   253 山口 柊(3)

ｻﾄｳ ｼｭｳｺﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳ
 3   4 菅平小(A)   324 村本 純音(3)   1,13.75  3   5 塩尻小(C)    64 岩井 新汰(2)   1,15.31 

ｽｶﾞﾀﾞｲﾗｼｮｳA ﾑﾗﾓﾄ ｽﾐﾈ ｼｵｼﾞﾘｼｮｳC ｲﾜｲ ｱﾗﾀ
  325 池田 花恋(2)    63 間島 福久(2)

ｲｹﾀﾞ ｶﾚﾝ ﾏｼﾏ ﾌｸ
  321 金井 嘉太朗(3)    74 清水 咲衣(2)

ｶﾅｲ ﾖｼﾀﾛｳ ｼﾐｽﾞ ｻｴ
  328 櫻井 結人(2)    76 赤羽 和馬(3)

ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ ｱｶﾊﾈ ｶｽﾞﾏ
 4   6 菅平小(B)   323 志津田 夏那(2)   1,15.43  4   6 神科小(D)   297 橋谷 蒼介(1)   1,23.53 

ｽｶﾞﾀﾞｲﾗｼｮｳB ｼﾂﾞﾀ ｶﾅ ｶﾐｼﾅｼｮｳD ﾊｼﾀﾆ ｿｳｽｹ
  327 北島 彩羽(2)   312 大谷 名緒実(1)

ｷﾀｼﾞﾏ ｲﾛﾊ ｵｵﾀﾆ ﾅｵﾐ
  326 峯村 大雅(3)   302 佐藤 春瑠(1)

ﾐﾈﾑﾗ ﾀｲｶﾞ ｻﾄｳ ﾊﾙ
  322 山下 颯真(3)   307 小林 叶夢(2)

ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾏ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾜ
 5   8 真田ｸﾗﾌﾞ小(E)   210 小林 留生(3)   1,16.02  5   4 神科小(C)   303 佐野 荻也(1)   1,24.01 

ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞｼｮｳE ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ ｶﾐｼﾅｼｮｳC ｻﾉ ｼｭｳﾔ
  217 竹内 真莉(2)   305 小坂 紗菜(1)

ﾀｹｳﾁ ﾏﾘ ｺｻｶ ｻﾅ
  212 成澤 沙喜(2)   299 溝端 みお(1)

ﾅﾙｻﾜ ｻｷ ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾐｵ
  209 小林 海翔(3)   317 豊永 然人(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ ﾄﾖﾅｶﾞ ｾﾞﾝﾄ
 6   2 真田陸上教室(F  268 村上 瑠音(2)   1,16.60 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂF ﾑﾗｶﾐ ﾙｲ
  257 若林 千紗(3)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ
  226 阿部 一季(2)

ｱﾍﾞ ｲﾂｷ
  266 斉藤 空澄(2)

ｻｲﾄｳ ｿﾗﾄ

小学混合(低)

4×100mR

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 望月AC   407 篠原 遥愛(3)   1,07.00 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ｼﾉﾊﾗ ﾊﾙﾅ
  418 矢島 羽花(3)

ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ
  420 林 結樹(3)

ﾊﾔｼ ﾕｳｷ
  413 西村 健(3)

ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾙ
 2   3 上田JSC(C)   177 吉池 美桜(3)   1,09.11 

ｳｴﾀﾞｼﾞｪｲｴｽｼｰC ﾖｼｲｹ ﾐｵ
  197 両角 竜太朗(3)

ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｭｳﾀﾛｳ
  195 馬場 実梨(3)

ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾉﾘ
  180 今井 柊晴(3)

ｲﾏｲ ｼｭｳｾｲ
 3   6 塩尻小(B)    84 六川 さくら(2)   1,12.54 

ｼｵｼﾞﾘｼｮｳB ﾛｸｶﾜ ｻｸﾗ
   79 等々力 颯(2)

ﾄﾄﾞﾘｷ ﾊﾔﾃ
   70 山邊 小暖(2)

ﾔﾏﾍﾞ ｺﾊﾙ
   83 立木 右京(3)

ﾀﾂｷ ｳｷｮｳ
 4   4 真田陸上教室(D  289 柳沢 華菜(3)   1,13.80 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂD ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾅ
  244 金田 耀花(3)

ｶﾈﾀﾞ ﾖｳｶ
  283 牧内 大河(3)

ﾏｷｳﾁ ﾀｲｶﾞ
  235 押森 謙(3)

ｵｼﾓﾘ ﾕｽﾞﾙ
 5   7 上田JSC(D)   189 松井 葵(2)   1,18.03 

ｳｴﾀﾞｼﾞｪｲｴｽｼｰD ﾏﾂｲ ｱｵｲ
  185 小出 大心(2)

ｺｲﾃﾞ ﾀﾞｲｼﾝ
  182 児平 奏穂(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅﾎ
  192 須山 樹(2)

ｽﾔﾏ ｲﾂｷ
  5 神科小(A)

ｶﾐｼﾅｼｮｳA 欠場

小学混合(低)

4×100mR



   1 望月AC   1,07.00 篠原 遥愛(3) 矢島 羽花(3) 林 結樹(3) 西村 健(3)   3   1
   2 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(D)   1,07.48 栁澤 妃菜(2) 武田 琴(2) 中嶋 爽(3) 佐藤 徠夢(3)   1   1
   3 上田JSC(C)   1,09.11 吉池 美桜(3) 両角 竜太朗(3)馬場 実梨(3) 今井 柊晴(3)   3   2
   4 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(E)   1,11.94 江村 希(2) 斉藤 里歩(2) 赤尾 海斗(2) 佐藤 秀瑚(2)   1   2
   5 塩尻小(B)   1,12.54 六川 さくら(2)等々力 颯(2) 山邊 小暖(2) 立木 右京(3)   3   3
   6 塩尻小(A)   1,12.66 柳澤 郁亜(1) 原野 海晴(2) 吉田 結衣(3) 梅原 悠(3)   2   1
   7 菅平小(A)   1,13.75 村本 純音(3) 池田 花恋(2) 金井 嘉太朗(3)櫻井 結人(2)   1   3
   8 真田陸上教室(D)   1,13.80 柳沢 華菜(3) 金田 耀花(3) 牧内 大河(3) 押森 謙(3)   3   4
   9 真田陸上教室(E)   1,14.87 藤沢 一真(2) 伊東 ほの香(3)戸兵 心瞳(3) 山口 柊(3)   2   2
  10 塩尻小(C)   1,15.31 岩井 新汰(2) 間島 福久(2) 清水 咲衣(2) 赤羽 和馬(3)   2   3
  11 菅平小(B)   1,15.43 志津田 夏那(2)北島 彩羽(2) 峯村 大雅(3) 山下 颯真(3)   1   4
  12 真田ｸﾗﾌﾞ小(E)   1,16.02 小林 留生(3) 竹内 真莉(2) 成澤 沙喜(2) 小林 海翔(3)   1   5
  13 真田陸上教室(F)   1,16.60 村上 瑠音(2) 若林 千紗(3) 阿部 一季(2) 斉藤 空澄(2)   1   6
  14 上田JSC(D)   1,18.03 松井 葵(2) 小出 大心(2) 児平 奏穂(2) 須山 樹(2)   3   5
  15 神科小(D)   1,23.53 橋谷 蒼介(1) 大谷 名緒実(1)佐藤 春瑠(1) 小林 叶夢(2)   2   4
  16 神科小(C)   1,24.01 佐野 荻也(1) 小坂 紗菜(1) 溝端 みお(1) 豊永 然人(1)   2   5

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

4×100mR
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

小学混合(低)



決勝 9月23日 14:55

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 戸上ｼﾞｭﾆｱ   100 竹森 遼太(4)   1,00.70  1   5 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)   162 土屋 まい(5)     58.64 

ﾄｶﾞﾐｼﾞｭﾆｱ ﾀｹﾓﾘ ﾘｮｳﾀ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑB ﾂﾁﾔ ﾏｲ
  103 冨田 悠輔(5)   143 佐藤 澪夏(5)

ﾄﾐﾀ ﾕｳｽｹ ｻﾄｳ ﾚｲﾅ
  102 田中 陽頼(6)   158 赤尾 悠斗(5)

ﾀﾅｶ ﾋﾖﾘ ｱｶｵ ﾕｳﾄ
  104 平原 紗季(5)   134 菊原 煌生(5)

ﾋﾗﾊﾗ ｻｷ ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ
 2   7 東御市陸上教室  382 相場 遥心(6)   1,01.30  2   4 真田陸上教室(C  271 大久保 隼琉(6)   1,02.74 

ﾄｳﾐｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ｱｲﾊﾞ ﾊﾙｼ ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂC ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙ
  384 長谷川 砂来(6)   238 加藤 憩(6)

ﾊｾｶﾞﾜ ｻｷ ｶﾄｳ ｲｺｲ
  383 相場 莉空(5)   269 村上 凛花(6)

ｱｲﾊﾞ ﾘｸ ﾑﾗｶﾐ ﾘﾅ
  371 菊地 遥奈(6)   273 中屋 大和(6)

ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ ﾅｶﾔ ﾔﾏﾄ
 3   2 T&F佐久平(A)    29 三石 まどか(6)   1,03.86  3   7 真田ｸﾗﾌﾞ小(A)   219 田畑 香奈(5)   1,03.18 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ﾐﾂｲｼ  ﾏﾄﾞｶ ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞｼｮｳA ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ
   39 西村 奏(5)   225 髙橋 彩花(6)

ﾆｼﾑﾗ  ｶﾅﾃﾞ ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ
   40 大井 優翔(6)   205 花岡 蓮(6)

ｵｵｲ  ﾕｳﾄ ﾊﾅｵｶ ﾚﾝ
   32 篠原 翔(6)   214 曹 有根(6)

ｼﾉﾊﾗ  ｶｹﾙ ｿｳ ｳｺﾝ
 4   8 T&F佐久平(B)    41 竹内 真琴(5)   1,05.08  4   1 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(C)   139 高野 寧々(4)   1,03.20 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ﾀｹｳﾁ  ﾏｺﾄ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑC ﾀｶﾉ ﾈﾈ
   36 小林 颯介(5)   161 田中 杏(4)

ｺﾊﾞﾔｼ  ｿｳｽｹ ﾀﾅｶ ｱﾝ
   49 櫻井 玲未(5)   150 小島 颯斗(4)

ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ
   30 山口 穂高(4)   165 南澤 侑吾(5)

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾎﾀｶ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ
 5   6 塩尻小    75 清水 翼(5)   1,05.83  5   2 真田陸上教室(B  260 小林 由奈(5)   1,04.42 

ｼｵｼﾞﾘｼｮｳ ｼﾐｽﾞ ﾂﾊﾞｻ ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂB ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ
   82 柳澤 心晶(5)   247 三井 里咲(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｺｱ ﾐﾂｲ ﾘｻ
   73 成澤 凛子(5)   280 内山 煌大郎(6)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｺ ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ
   66 久田 大翔(5)   290 柳澤 航希(6)

ﾋｻﾀﾞ ﾋﾛﾄ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ
 6   5 真田ｸﾗﾌﾞ小(B)   201 ラッスール 真生(4  1,06.32  6   6 神科小(B)   309 西川 海紗(4)   1,08.48 

ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞｼｮｳB ﾗｯｽｰﾙ ﾏｵ ｶﾐｼﾅｼｮｳB ﾆｼｶﾜ ﾐｽｽﾞ
  202 横沢 岳弥(4)   313 湯本 心春(4)

ﾖｺｻﾜ ﾀｹﾔ ﾕﾓﾄ ｺﾊﾙ
  213 清水 颯太(5)   311 大谷 実之(4)

ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ ｵｵﾀﾆ ｻﾈﾕｷ
  200 ラッスール 真子(6)   320 栁澤 蒼(4)

ﾗｯｽｰﾙ ﾏｺ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｵｲ
 7   4 T&F佐久平(C)    26 菊池 百花(5)   1,06.63  7   8 神科小(A)   314 尾﨑 柊哉(4)   1,09.52 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｷｸﾁ  ﾓﾓｶ ｶﾐｼﾅｼｮｳA ｵｻﾞｷ ｼｭｳﾔ
   48 林 菜々子(5)   319 栁田 琴理(4)

ﾊﾔｼ  ﾅﾅｺ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｺﾄﾘ
   45 東海林 悠晴(5)   295 久保田 那月(4)

ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕｳｾｲ ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂｷ
   34 小池 秀吾(4)   308 清水 琥太朗(4)

ｺｲｹ  ｼｭｳｺﾞ ｼﾐｽﾞ ｺﾀﾛｳ
 8   1 真田ｸﾗﾌﾞ小(C)   211 新井 翔真(4)   1,07.52 

ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞｼｮｳC ｱﾗｲ ｼｮｳﾏ
  204 荻原 蓮(6)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾝ
  215 帯刀 結(5)

ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｲ
  223 北原 和(5)

ｷﾀﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ

小学混合(高)

4×100mR

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 あさまねSC    56 風巻 里奈(6)     56.63 

ｱｻﾏﾈｴｽｼｰ ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ
   53 宮島 蒼(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ
   54 小山 哲弥(6)

ｺﾔﾏ ﾃﾂﾔ
   55 美斉津 岳(6)

ﾐｻｲﾂﾞ ｶﾞｸ
 2   2 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)   147 手塚 華(6)     59.55 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑA ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ
  163 土屋 夢萌(6)

ﾂﾁﾔ ﾕﾒ
  166 萩原 汐逢(6)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ
  173 栁澤 翔逢(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ
 3   7 NDFｼﾞｭﾆｱ     5 荻原 綾美(6)   1,01.47 

ｴﾇ ﾃﾞｲｰｴﾌ ｼﾞｭﾆｱ ｵｷﾞﾜﾗ ｱﾔﾐ
    8 高橋 翔輝(6)

ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｷ
   16 徳武 快哩(5)

ﾄｸﾀｹ ｶｲﾘ
    7 工藤 ささら(6)

ｸﾄﾞｳ ｻｻﾗ
 4   3 真田陸上教室(A  246 黒澤 佳恋(6)   1,01.53 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂA ｸﾛｻﾜ ｶﾚﾝ
  233 浦田 勇心(6)

ｳﾗﾀ ﾕｳｼﾝ
  231 一之瀬 朱音(6)

ｲﾁﾉｾ ｱｶﾈ
  277 藤沢 俊輔(5)

ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ
 5   6 上田JSC(A)   175 関澤 まほろ(4)   1,01.87 

ｳｴﾀﾞｼﾞｪｲｴｽｼｰA ｾｷｻﾞﾜ ﾏﾎﾛ
  181 山田 響(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
  193 須山 知花(6)

ｽﾔﾏ ﾁﾊﾅ
  178 古賀 琥太郎(6)

ｺｶﾞ ｺﾀﾛｳ
 6   8 上田JSC(B)   187 小池 澄空(5)   1,07.19 

ｳｴﾀﾞｼﾞｪｲｴｽｼｰB ｺｲｹ ﾄｵｱ
  190 松井 茜(4)

ﾏﾂｲ ｱｶﾈ
  194 祢津 美成(5)

ﾈﾂ ﾐﾅﾘ
  184 手島 颯冴(6)

ﾃｼﾏ ｿｳｺﾞ
 7   5 望月AC   415 長坂 咲良(4)   1,07.40 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾅｶﾞｻｶ ｻｸﾗ
  419 柳澤 雄飛(4)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ
  422 髙橋 侑悟(4)

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ
  409 松原 美柚(4)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ

小学混合(高)

4×100mR



   1 あさまねSC     56.63 風巻 里奈(6) 宮島 蒼(6) 小山 哲弥(6) 美斉津 岳(6)   3   1
   2 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)     58.64 土屋 まい(5) 佐藤 澪夏(5) 赤尾 悠斗(5) 菊原 煌生(5)   2   1
   3 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)     59.55 手塚 華(6) 土屋 夢萌(6) 萩原 汐逢(6) 栁澤 翔逢(6)   3   2
   4 戸上ｼﾞｭﾆｱ   1,00.70 竹森 遼太(4) 冨田 悠輔(5) 田中 陽頼(6) 平原 紗季(5)   1   1
   5 東御市陸上教室   1,01.30 相場 遥心(6) 長谷川 砂来(6)相場 莉空(5) 菊地 遥奈(6)   1   2
   6 NDFｼﾞｭﾆｱ   1,01.47 荻原 綾美(6) 高橋 翔輝(6) 徳武 快哩(5) 工藤 ささら(6)  3   3
   7 真田陸上教室(A)   1,01.53 黒澤 佳恋(6) 浦田 勇心(6) 一之瀬 朱音(6)藤沢 俊輔(5)   3   4
   8 上田JSC(A)   1,01.87 関澤 まほろ(4)山田 響(6) 須山 知花(6) 古賀 琥太郎(6)  3   5
   9 真田陸上教室(C)   1,02.74 大久保 隼琉(6)加藤 憩(6) 村上 凛花(6) 中屋 大和(6)   2   2
  10 真田ｸﾗﾌﾞ小(A)   1,03.18 田畑 香奈(5) 髙橋 彩花(6) 花岡 蓮(6) 曹 有根(6)   2   3
  11 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(C)   1,03.20 高野 寧々(4) 田中 杏(4) 小島 颯斗(4) 南澤 侑吾(5)   2   4
  12 T&F佐久平(A)   1,03.86 三石 まどか(6)西村 奏(5) 大井 優翔(6) 篠原 翔(6)   1   3
  13 真田陸上教室(B)   1,04.42 小林 由奈(5) 三井 里咲(6) 内山 煌大郎(6)柳澤 航希(6)   2   5
  14 T&F佐久平(B)   1,05.08 竹内 真琴(5) 小林 颯介(5) 櫻井 玲未(5) 山口 穂高(4)   1   4
  15 塩尻小   1,05.83 清水 翼(5) 柳澤 心晶(5) 成澤 凛子(5) 久田 大翔(5)   1   5
  16 真田ｸﾗﾌﾞ小(B)   1,06.32 ラッスール 真生横沢 岳弥(4) 清水 颯太(5) ラッスール 真子  1   6
  17 T&F佐久平(C)   1,06.63 菊池 百花(5) 林 菜々子(5) 東海林 悠晴(5)小池 秀吾(4)   1   7
  18 上田JSC(B)   1,07.19 小池 澄空(5) 松井 茜(4) 祢津 美成(5) 手島 颯冴(6)   3   6
  19 望月AC   1,07.40 長坂 咲良(4) 柳澤 雄飛(4) 髙橋 侑悟(4) 松原 美柚(4)   3   7
  20 真田ｸﾗﾌﾞ小(C)   1,07.52 新井 翔真(4) 荻原 蓮(6) 帯刀 結(5) 北原 和(5)   1   8
  21 神科小(B)   1,08.48 西川 海紗(4) 湯本 心春(4) 大谷 実之(4) 栁澤 蒼(4)   2   6
  22 神科小(A)   1,09.52 尾﨑 柊哉(4) 栁田 琴理(4) 久保田 那月(4)清水 琥太朗(4)  2   7

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

4×100mR
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

小学混合(高)



決勝 9月23日 14:56

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 川辺小(A)   357 塚越 一華(5)   1,09.09 

ｶﾜﾍﾞｼｮｳA ﾂｶｺﾞｼ ｲﾁｶ
  344 窪田 桜(5)

ｸﾎﾞﾀ ｻｸﾗ
  351 増田 颯花(5)

ﾏｽﾀﾞ ｿﾅ
  352 中武 ひなた(5)

ﾅｶﾀｹ ﾋﾅﾀ
 2   2 川辺小(B)   345 古賀 仁琥(3)   1,14.44 

ｶﾜﾍﾞｼｮｳB ｺｶﾞ ﾆｺ
  353 中武 勇陽(3)

ﾅｶﾀｹ ﾕｳﾋ
  347 佐藤 圭悟(3)

ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ
  346 古田 瑞人(3)

ﾌﾙﾀ ﾐｽﾞﾄ
 3   1 真田ｸﾗﾌﾞ小(D)   220 田畑 亮介(3)   1,15.65 

ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞｼｮｳD ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ
  203 横沢 星弥(1)

ﾖｺｻﾜ ｾｲﾔ
  206 宮島 咲子(3)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｻｷｺ
  207 宮澤 来麒(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾗｲｷ

小学混合

4×100mR(オープン)  

決勝
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